32V 型液晶スタンダードモデル
外付 HDD( ハードディスクドライブ ) 対応 【2TB まで】
USB メディア再生機能付

手回し充電式 FM/AM ラジオ付き
1seg 液晶テレビ (3 電源対応 ) LED ライト付き

500GB のハードディスクドライブ搭載でテレビ番組の録画が可能
スロットイン DVD プレーヤー内蔵 USB メディア再生機能付

ブルートゥース スピーカー内蔵
ワイヤレス スマホ充電 PM2.5 対応 HEPA 空気清浄機


FT-P3SW

充電式 乾電池



FP-BT25-B
ワイヤレス
給電機能



空気清浄機

スロットイン DVD プレーヤー内蔵
外付 HDD( ハードディスクドライブ ) 対応 【2TB まで】
USB メディア再生機能付

最大 1A

スマホやタブレットの音楽が
ブルートゥースで楽しめる！！
手回し充電式
Hand-cranked charging

３電源対応
PM2.5対応
高集塵ＨＥＰＡフィルター 採用

充電池

32V 型液晶スタンダードモデル
外付 HDD( ハードディスクドライブ ) 対応 【2TB まで】

乾電池

AC電源

ＵＳＢ給電出力機能（２ポート）

非常 LED ライト装備

USB Type A
合計：5V/2A
（最大）

USB 給電機能

チルトスタンド付き

BEZELLESS（ベゼルレス）
50V 型 4K 対応液晶テレビ

FT-K5052S

DVD プレーヤー内蔵 HDD 搭載
32V 型 地上波デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

FT-A3228DHB

4589684381729

4589684381705

50V 型

32V 型

3840( 水平 )×2160（垂直）

1366( 水平 )×768（垂直）

280cd/ ㎡

200cd/ ㎡

VA 方式

VA 方式

地上デジタル放送：２
BS/110 度 CS デジタル放送：２
CATV パススルー対応：○
電子番組表（EPG）：○
（7ch*6 時間表示 /8 日分受信）
データ放送対応：○

DVD プレーヤー内蔵
32V 型 地上波デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

FT-A3235DB

4589684381712

1366( 水平 )×768（垂直）

地上デジタル放送：○
BS/110 度 CS デジタル放送：×
CATV パススルー対応：×
電子番組表（EPG）：○
（6ch*5 時間表示 /7 日分受信）
データ放送対応：×

―

―

○

外付 HDD 最大 4TB×2 台

内蔵型 500GB（追加外付不可）

10W＋10W

5W＋5W

―

外付 HDD

最大 2TB×1 台

5W＋5W
UHF アンテナ入力端子
（ 地上デジタル放送 )×1、
AV 入力端子 (RCA)×1、
HDMI 端子 (Ver1.3 準拠 )×2、
PC 入力端子 (D-sub15pin)×１、
PC 音声入力端子 ×１、
録画用 USB 端子 ×１、
USB メモリ入力 ×１、
3.5mm ステレオミニジャック ×1

UHF アンテナ入力端子
UHF アンテナ入力端子
（ 地上デジタル放送 )×1、
（ 地上デジタル放送 )×1、
BS/110 度 CS アンテナ入力端子 ×1、 AV 入力端子 (RCA)×1、
AV 入力端子 ×1、
HDMI 端子 (Ver1.3 準拠 )×2、
HDMI 端子 (Ver2.0 準拠 )×3、
PC 入力端子 (D-sub15pin)×１、
LAN 端子 ×1、録画用 USB 端子 ×2、 PC 音声入力端子 ×１、
デジタル音声出力端子 ×1、
USB メモリ入力 ×１、
3.5mm ステレオミニジャック ×1
3.5mm ステレオミニジャック ×1

テレビ放送受信周波数

ISDB-T ワンセグ放送：473 〜 767MHz

ラジオ放送受信周波数

FM 放送：76 〜 108MHz/AM 放送：522 〜 1701kHz

液晶パネル
画素数

地上デジタル放送：○
BS/110 度 CS デジタル放送：×
CATV パススルー対応：○
電子番組表（EPG）：○
（7ch*4 時間表示 /7 日分受信）
データ放送対応：×

外付 HDD

最大 2TB×1 台

6W＋6W
UHF アンテナ入力端子
（ 地上デジタル放送 )×1、
AV 入力端子 (RCA)×1、
HDMI 端子 (Ver1.4 準拠 )×3、
PC 入力端子 (D-sub15pin)×１、
PC 音声入力端子 ×１、
録画用 USB 端子 ×１、
3.5mm ステレオミニジャック ×1

105W (0.5W)

45W (0.4W)

45W (0.3W)

42W (0.3W)

50W (0.3W)

146kWh/ 年 ( 目標年度 2026 )

78kWh/ 年 ( 目標年度 2026 )

77kWh/ 年 ( 目標年度 2026 )

74kWh/ 年 ( 目標年度 2026 )

76kWh/ 年 ( 目標年度 2026 )

1113(W)×233(D)×690(H)mm

731(W)×196(D)×475(H)mm

約 9.7kg

約 5.1kg

731(W)×196(D)×475(H)mm
約 4.8kg

約 4.3kg

730(W)×200(D)×469(H)mm
約 3.8kg

輝度

3.2 インチ TFT 液晶

TN 方式
25msec

ライト
電流 / 電圧
消費電力

電源

5mm LED ライト
入力：DC5V/1A(USB Type C)
外部給電用 USB 出力：DC5V/1A(USB Type A)
約 1.5W
AC アダプター：入力 AC100-240V(50/60Hz) 最大 0.2A
出力 DC5V/1A(USB Type A)
単四形乾電池 ×４本使用 ( 別売 )
内蔵充電池：リチウムイオンポリマー電池 (Li-po)
DC3.7V 1200mAh

充電時間
本体外形寸法
本体質量

電

池：連続テレビ視聴
連続ラジオ聴取
内蔵充電池：連続テレビ視聴
連続ラジオ聴取

約 14 時間
約 18 時間
約 10 時間
約 11 時間

25 ㎡ (16 畳 )

※適用床面積は保証値ではありません
（ ）の中の畳数は江戸間を基準に算出しています

急速：54dB ／ 強：36dB ／ 弱：23dB
※機器より 1m での測定値です

PM2.5 対応の高集塵 HEPA フィルター採用
お部屋の空気レベルを P 値（Particulate= 微粒子 )
μg/m3 でデジタル表示
※デジタル表示部 P001 〜 P070= 粒子状物質 少ない、P071 〜 P150= 良好、
P151 以上 = 粒子状物質 多い

VOC( 揮発性有機化合物 ) 対応
300 万個 / ㎥ マイナスイオン発生器内蔵
UV 除菌機能（UV-A）

2W( モノラル ) 8Ω

乾

連続使用時間

空気清浄機能

電源用 USB(Type C) 入力端子 ×１、
給電用 USB2.0(Type A) 出力端子 ×１、
3.5mm ミニジャック ×１

4589684381743

CADR 値(クリーンエア供給値) 36 ㎥ /h

200cd/ ㎡

液晶パネル応答速度
音声実用最大出力

有効使用面積

運転音

QVGA

液晶パネル駆動方式

入出力端子

―

FP-BT25-B
JAN コード

4589684381736

1366( 水平 )×768（垂直）

―
―

○

JAN コード

32V 型

VA 方式

VA 方式

HEPA 空気清浄機

FT-P3SW

FT-A3227B
4589684381767

200cd/ ㎡

200cd/ ㎡

3.2 インチ
ワンセグ液晶テレビ

32V 型 地上波デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

FT-A3231B
4589684381774

32V 型

地上デジタル放送：○
BS/110 度 CS デジタル放送：×
CATV パススルー対応：×
電子番組表（EPG）：○
（6ch*5 時間表示 /7 日分受信）
データ放送対応：×

双方向データ放送 (BML) 対応

32V 型 地上波デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

付加機能

電源
定格消費電力
付属品
電源コード長さ
別売品

ブルートゥース対応 スピーカー出力：6W( モノラル )
ワイヤレス給電機能 5V/1A（最大）
USB(Type A) 出力 ２ポート：合計 5V/2A（最大）
お部屋の空気のレベルに合わせて吹出口内部の
LED ランプの色が 緑 / 青 / 赤 に変わります
AC100-240V（50/60Hz）
AC アダプター出力：DC12V/3A
36W
AC アダプター［部品型番：KDP-AE120300Q］（1）
専用 HEPA フィルター［部品型番：BT25-3600HP］（1）
取扱説明書 / 保証書（1）
AC アダプターコード部分：約 145cm
交換用 HEPA フィルター BT25-3600HP［1 個入り］
定価 :3,600 円 ( 税別 )

フィルター交換目安

約６カ月

約 4 時間

本体主要材質

ABS 樹脂

145(W)×48(D)×95(H)mm

本体外形寸法

185(W)×185(D)×292(H)mm

約 305g

本体質量

約 1.9kg

※使い方や設置場所によって交換時期は異なります

